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 ごあいさつ 

・理事長就任あいさつ  ～参加しやすく永続性のある活動を目指す～ 

・前理事長退任あいさつ ～10 年間、皆さまのご協力に感謝～ 

 

  平成 25 年度 通常総会 

～役員改選や定款の変更なども提案され、満場一致で承認された～ 

 

  地球温暖化防止啓発活動 

～環境月間 街頭キャンペーン～（浜の町ベルナード観光通り） 

～長与中学校「総合的な学習」ボランティア学習～ 

  

  長崎県地球温暖化防止活動 研修会 

～地球温暖化防止活動推進員 長崎県 全体研修会～ 

～地球温暖化防止活動推進員 長崎・西彼地区研修会～  

 

 カンボジア支援事業 

～時津小学校 JRC 委員会が、カンボジア支援物資の発送準備を行う～ 

 

 協働事業 放課後子ども教室 

～平成 25 年度“とぎつ いただきますクッキング教室”始まる～ 

～4 教室合同の「子どもエコ祭」で環境や食について学ぶ～ 

 

 当面の予定 

 “とぎつ夏まつり”に出店  8 月 25 日（日）時津町 ウォーターフロント公園 

 

 ホームページ掲載記事リスト 
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★ ごあいさつ 

・新理事長 就任あいさつ 

～参加しやすく永続性のある活動を目指す～ 

暑気日ごとに募る昨今となりましたが、ますますご健勝のこととお慶び申

し上げます。平素は当法人の活動にご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

さて、私こと、青山理事長の退任により後任として、はからずも理事長に

就任することになりました。事務局長として支える側から一転し、代表にな

ったことへの不安はありますが、お引き受けしたからには、浅学非才の身で

はありますが、全力を尽くす所存でございます。 

今回、当法人の掲げる 5 つの事業（①ホームページで地域情報の発信 ②パソコン教室の開

催 ③環境保全と地球温暖化防止 ④海外の恵まれない子たちへの支援 ⑤安全な食の生産と

食育）を継承し発展させるための組織強化を図るため、IT 班、環境班、食育班、海外班の担当

を明確にし、それぞれの班の代表に理事を配置しました。これには一部の人に偏っていた負担

（役割り分担）を平準化することと、コミュニケーションを密にして情報を共有し、全員参加

の永続性のある活動にするという狙いを込めています。また、私どもが呼び掛けて行う行事に

は、会員以外の町外からの参加者もおられます。これまで通りだれもが楽しんで行事に参加で

きるような雰囲気づくりにも努めてまいります。 

なお、当法人の活動が、時津町の吉田 義德 町長が提唱する“絆と協働”及び町の第 5 次総

合計画にも引き継がれた“住みたいまちづくり”の一助になればという思いもあります。 

最後になりましたが、当法人設立前の準備期間（1 年）を含め、10 年間一緒に活動してきた

創設者の青山理事長と川上理事の退任は、心の中にぽっかりと穴が空いたような感じがしてさ

びしい限りです。設立発起人 6 人でスタートし、会員 97 人までに成長させ、当法人の礎を築か

れたお二方の功績は、計り知れないものがあり、深く感謝申し上げます。 

新体制は 7 月 1 日からスタートしました。皆さま方のこれまでと変わらぬご支援、ご協力を

切にお願いして就任のごあいさつとさせていただきます。 

理事長 田窪 幸男 

 

・理事長退任のあいさつ 

～10 年間、皆さまのご協力に感謝～ 

6 月 16 日（日）の平成 25 年度通常総会で役員改選が行われ、6 月 30 日（日）の任期満了をも

って理事長を退任いたしました。 

これからは一会員として活動を続けさせてさせていただきます。NPO 法人設立以来 10 年間、

地域の河川、海岸清掃等の環境やカンボジアの教育、自立支援等、大勢の方のご支援、ご協力に

より活動を続けてこられましたことに対し深く感謝し、心よりお礼を申し上げます。 

これからは、理事 1 名が増員された新たな役員体制の下で、NPO 法人の活動が続けられていく

ものと思います。引き続き当法人へのご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

青山 泰  
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★ 平成 25 年度 通常総会 

～役員改選や定款の変更なども提案され、満場一致で承認された～ 

6月 16日（日）、

時津公民館集会

会議室で、当法人

の「平成 25 年度

通常総会」を開催

した。 

 今回の総会は、役員（理事）の改選や定款

の一部変更などがあり、午後 4 時開会、5 時半

終了の予定が、30 分程延びて午後 6 時すぎに

閉会した。いずれの議案も 2～3 質問はあった

ものの満場一致で承認された。 

 総会の進行役は、事務局長の田窪幸男が務

め、定足数の確認を行い本総会が成立するこ

とを報告した。個人・法人会員総数（議決権

者数）33 人、出席 16 人、書面表決者 14 人、

表決委任者 3 人、総計 33 人。定款第 5 章第 27

条の正会員数の二分の一以上の出席が確認さ

れた（委任を含む出席率 100％）。 

 次に議長、議事録署名人の選出を行い、議

長に清浦保、議事録署名人に宮崎清と一番ヶ

瀬時也が選出された。 

 青山泰理事長が、1 号議案（前期の事業報

告・監査報告）と 2 号議案（前期の会計報告・

監査報告）を、次いで 3 号議案（今期の事業

計画案）と 4 号議案（今期の予算案）を、第 5

号議案（役員の選任）と第 6 号議案（主たる

事務所の変更）をそれぞれ報告提案し、承認

された。 

第５号議案では、任期満了に伴う理事の改

選が行われ、青山泰前理事長と川上秀人理事

が退任し、友岡純一、太田千賀子、石田重則

を新理事に選出。宮崎清、清浦保、田窪幸男

が再任された。新体制の理事は、1 増の 6 人。

これを受けて 7 月 1 日（月）の理事会では、

定款 14 条 2 項に基づき理事長に田窪幸男が、

副理事長に宮崎清が選任された。なお、事務

局長（会計担当兼任）には太田千賀子理事を

選任した。 

第６号議案の事務所は、時津町浦郷 46 番

地 22 から浜田郷

110 番地 3 に変更

した。 

第7号議案 定款

の変更は、席上配

布した変更後の定

款（案）と新旧対照表で、田窪事務局長が説

明。採決を諮り承認された。 

定款変更は、特定非営利活動促進法改正等

に伴う変更であるが、事務の簡素化のための

会員退会規定の変更（会費納入が 2 年継続し

てなかった場合を 1 年に変更）と、組織強化

のために、副理事長を 1 人から 2 人に増やす

ことを併せ提案した。この定款変更申請は、

長崎県 県民協働課で 6 月 21 日に受理され、

２ヵ月間の縦覧期間を経て、9 月ごろに認証ま

たは不認証の通知が来ることになっている。 

  

★ 地球温暖化防止啓発活動 

～環境月間 街頭キャンペーン～ 

長崎市と長崎県が主催する環境月間（6 月）

の街頭キャンペーンが 6 月 8 日（土）、長崎市

の浜の町ベルナード観光通りで開催された。 

 午前11時からのオープニングセレモニーで

は、主催者（県・市）、協賛者（浜んまち 6 商

会）のあいさつと南山小学校コーラス部の合

活 動 の 詳 細 

1～6 号議案報告、提案 

7 号議案提案 
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唱でスタート。 

 午前 11時半か

ら午後 3 時半ま

で、各協力団体

のパネル展示や

実演、体験、グ

ッズ製作などの催しが行われ、通りがかった

子どもや親子連れ、おじいちゃん、おばあち

ゃんなどが、環境イベントを楽しんだ。 

 長崎県地球温暖化防止活動推進センターの

ブースは、長崎・西彼地区が出展し、推進セ

ンターの職員と両地区の推進員が、訪れた子

どもや親子連れなど約 100 人に対応した。 

 長崎地区は、ワットチェッカーで電灯の種

類別（白熱灯、蛍光灯、LED）に、消費電力を

見る実験やごみカルテ（ごみ分別ゲーム）を

使っての啓発活動を行なった。 

 西彼地区は「エコかるたクイズ」や「エコ

ライフスタイルチ

ェックシート（地球

にやさしいか？い

じめているか？）」

で、自己診断をして

もらうなど、地球温

暖化防止（環境）意識を高める啓発活動を行

なった。 

 

～長与中学校「総合的な学習」ボランティア学習～  

6 月 26 日（水）、

長与町立長与中学

校（白石幹幸校長、 

生徒数 533 人）1

年生（176 人）の「総

合的な学習」の一

環で、ボランティ

ア学習が催された。 

 今回は「地域の

方々と接し、共に

活動していくこと

を通して、長与町

の良さを再発見し、地域に感謝する気持ちを

育てる」（以上、要請状から抜粋）という趣旨

での協力要請があった。 

 当日は学校内外での体験学習を行ったが、

校内で行なった「エコ長与」のグループには、

16 人（男 10 人、女 6人）が参加し、長崎県の

地球温暖化防止活動推進員でもある田窪が、

日ごろ行っている啓発活動をそのまま生徒に

伝えた。サポートに同じ推進員の鳥巣洋次郎

氏が付いた。 

 まず、「エコライフチェックシート」で、各

人のエコ度（地球をいじめているか？やさし

くしているか？）をチェックし「地球温暖化

の仕組みと私たちにできること」について PP

（パワーポイント）を使って説明した。 

 休憩を挟んで、「エコかるた」クイズの答え

合わせを行い、次のテーマ「検針票の読み方」

を PP で説明し、二酸化炭素の排出量の計算の

仕方を説明した。 

 次に 16 人を 3 つのグループに分け「エコか

るた」で、遊びなが

ら環境や省エネにつ

いて学んだ。詠み手

は担当教諭の齋藤 

知佳先生にお願いし

た。 

 学習時間は 2 時間半、生徒から「どうして

このような活動をしているのか」とか「環境

への取り組みで一番進んでいる国はどこか」

などの質問があった。後日、生徒の感想文を

頂いた。各人各様に捉え方は違うが、われわ

れの活動を理解し、自分が何をやるべきかを

認識してくれたことが、感想文から伝わって

きて今後の活動の励みになった。

オープニングセレモニー 

クイズに挑戦！ 

限りある資源を大切に・・・ 

熱心にメモを取る生徒 

「エコかるた」で学ぶ 
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★ 長崎県地球温暖化防止活動 研修会 

 

～地球温暖化防止活動推進員 長崎県 全体研修会～ 

 

平成25年度の長崎県地球温暖化防止活動推

進員の全体研修会は、5 月 25 日（土）に、雲

仙市小浜町の国民宿舎「望洋荘」に 1 泊し、

翌 26 日（日）は、東長崎（長崎市田中町 長

崎総合科学大学 シーサイドキャンパス）に場

所を移して行われた。 

全体研修会の第１日目は、午後 1 時半から

主催者と来賓のあ

いさつや平成 25

年度事業計画（未

来環境推進課 課

長補佐 川原久春

氏、推進センター

企画局長松本敏子氏）の説明、この夏の節電

について九電のお客様センターから 2 人（立

石次利氏、竹内公人氏）が来られて話した。

次に推進員活動事

例発表（小野氏、

松尾氏、田川氏）

があった。休憩を

挟んで「小浜温泉

エネルギー活用推

進について」という座学（講師 一般社団法

人小浜温泉エネルギー事務局長 佐々木裕氏）

のあと、歩いて 10 分の小浜温泉バイナリー発

電所を見学した。 

 第 2 日目は、シーサイドキャンパスで「東

長崎エコタウン構

想にについて」の

講話（長崎総合科

学大学教授 田中

義人氏）を受けた

あと、2 班に分か

れて東部下水処理場の汚泥処理プラントや風

力と太陽光で電気を起こしバイクに充電する

実験設備、環境に配慮したスマートハウスな

どを見学した。 

2日間で見学し

た設備は、目新し

いものばかりで

勉強になったが、

それもそのはず、

全国に先駆けて

取り組み実証試験の段階まできている装置を、

一般公開前に見せていただいたのだから。

 

～地球温暖化防止活動推進員 長崎・西彼地区研修会～ 

 6 月 22 日（土）、

地球温暖化防止活

動推進員の地区

（長崎・西彼）研

修会が、松藤プラ

ザ 「えきまえ」い

きいき広場 第 2 会議室で、午後 1 時半から 5

時まで開催された。この研修会に推進員13人、

行政から 3 人（県 1 人、長与町 2 人）、西彼

保健所から 1 人、主催者の推進センターから

菊森センター長ほか 3 人、合わせて 20 人が参

加した。 

 菊森 淳文センター長のあいさつや先に行

われた全体研修会のおさらいを行い、出前講

座などに役立つ環

境すごろくの実践

（子ども向け学習

会の手法）、今年

度の事業説明があ

り、最後に、長崎

田中義人教授の講話 

バイナリー発電を説明する職員 

汚泥処理設備 

総科大シーサイドキャンパス 

ワークショップのまとめ報告 

環境すごろく作り 
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地区と西彼地区に分かれての交流会を実施し

た。 

 特に、70 分間の学習会プランとして実践し

た環境すごろくは、省エネ行動のすごろく作

りから自分で作ったすごろくで遊ぶ過程で、

楽しくエコを学ぶというもので、子どもに喜

ばれる教材になりそうだ。70 分プランなので

時間に余裕がある講座で使っていきたい。 

 

★ カンボジア支援 

～時津小学校 JRC 委員会が、カンボジア支援物資の発送準備を行う～ 

時津小学校の JRC（青少年赤十字）委員会は

毎年、カンボジアプレアプット小学校の子ど

もたちに、衣類や文房具などを送り、ビデオ

や文通などで交流しています。 

今年も、7 月初旬から物資、募金の呼び掛け

を行いました。 

集まった支援物資は、8 月 22 日（木）の「JRC

委員会トレーニングセンター活動」の終了後、

同小の体育館で、カンボジアへ発送するため

の梱包（こんぽう）作業を行います。 

今のところ時間未定ですが、当法人の会員

も梱包作業のお手伝いをします。（Y.A） 

 

 

 

★ 放課後 子ども教室  

～平成 25 年度“とぎつ いただきますクッキング教室”始まる～ 

 平成25年度の放課後子ども教室“とぎつい

ただきますクッキ

ング教室”は 4 月

27 日（土）、北部コ

ミュニティセンタ

ー教室からスター

トした。 

この教室の目的

は ①みそ汁とご

飯が作れるように

なる ②食べ物が

自分の体をつくっ

ていることを理解

する ③エコな生活を心掛ける（省エネ、ご

み削減、省洗剤、地産地消）などで、来年 2

月まで実施する。 

 基本的には小学校校区別に、北部コミセン

教室（時津北小）、時津小教室（時津小）、東

部コミセン教室（時津東小）、福祉センター教

室（鳴鼓小）で開催。各教室別に年間 11 回（調

理実習 8 回、野外環境学習など 3 回）、総回数

44 回の予定。 

 来年 2 月の最終回は、自分でご飯とみそ汁

を作ることを課題に、卒業試験を実施する。3

回の野外学習は、6 月 29 日（土）に福祉セン

ターで子どもエコ祭、11 月 9 日（土）に大村

市の環境保健研究センターで環境学習、12 月

7 日（土）に子々川郷中山菜園で収穫体験を実

施する。 

今年度の応募者数は 84 人（小 3～6 年生）。

教室間の人員バランスを考慮し、保護者の了

解を得て一部校区外教室へシフトするなどし

て、全員受け入れることとした。 

 

内訳は次の通り。 

① 北部コミセン教室 11 人 ② 時津小学校

教室 36 人 ③ 東部コミセン教室 21 人  

④ 福祉センター教室 16 人  

協 働 事 業 

初回オリエンテーション 

包丁使い、食材を捨てない説明 
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～ 4 教室合同の「子どもエコ祭」環境や食について学ぶ～ 

6 月 29 日（土）、

時津町総合福祉セ

ンターで 4 教室合

同の「子どもエコ

祭」を開催した。 

 この日は児童 74

人、大学生を含むス

タッフ 28 人、総勢

102 人が参加。 

スタッフの中に

は、元大学生スタッ

フ 2 人（1 人は社会

人、もう 1 人は 1 年間のイタリア滞在を終え

て帰国したばかり）と長崎外国語大学の中国

からの留学生 2 人の参加もあった。 

午前 9 時から受け付け開始、9 時半全員ミー

ティングで 1 日のスケジュールや注意事項の

説明。9 時 45 分から大学生や地球温暖化防止

活動推進員が対応するクイズや実験、体験な

ど 5 つのブースを巡り、食や環境、地球温暖

化などについて

学んだ。 

昼食は、ベテ

ランのおばさん

の作ったヘルシ

ー野菜カレーや

イタリア帰りの

お姉さんが作っ

たイタリアンサ

ラダ、中国の留

学生が作った中

国粥（がゆ）、フ

ルーツポンチやアイスクリームなどを子ども

金券で、買い物体験をしながらおいしく頂い

た。食事のあとのくじ引きは、行列ができる

ほどの大盛況。午後 12 時半からの終わりの会

で、1 日の感想を述べてもらい、午後 1 時ごろ

解散した。 

 

 

 

＊8 月 25 日（日）“とぎつ夏まつり”に出店。 

 売り子としての参加またはお客さんとしてのご来店大歓迎！ 

 

 

 ★ ホームページ掲載記事リスト（4 月～6 月 ホームページ 12 件 ブログ 7 件） 

情報満載のホームページも開いてみよう！ 

1. クッキング教室“子どもエコ祭” 

2. 長与中学校“ボランティア学習” 

3. 地球温暖化防止 地区研修会 

4. 平成 25 年度 通常総会 

5. 6 月環境月間街頭キャンペーン 

6. 地球温暖化防止 全体研修会 

7. クッキング教室（北部コミセン教室） 

8. クッキング教室（東部コミセン教室） 

9. カナリーインフォメーション 2013 

10. クッキング教室スタート 

11. 会報 36 号（コミュニティ時津） 

12. 元村 1 自治会定期総会 

ホームページアドレス：http://www.togitu.org  

ブログ：http://togitu.blog65.fc2.com/ 

ブログへは当法人のホームページのトップページからアクセスできます。 

《ブログ入口ブログ入口ブログ入口ブログ入口    》という表示があります、   をクリックすると開きます。 

ホームページ 

当面の予定 

子ども金券で食事 

大学生のブース 

温暖化防止活動推進員のブース 

日本と中国の食文化（中国がゆ） 



 

第 36 号 8／8 

 

～長崎ココウォーク発時津経由、長崎空港行き直行バス開通～ 

 昨年 11 月 1 日に運行開始した住吉、時津、長崎バイパス経由の長崎空港行きエアーポート

ライナー（長崎バス）は、長崎市寄りの打坂バス停で乗降車していたが、5 月１日のダイヤ改

正で井手園バス停に停車するようになり、近隣住民の利便性が増した。 

我が家から最も近い井手園バス停は、時津港と打坂バス停のほぼ中間にあり、空港行き直行

バスの運行開始以来、船で行くかバスにするかで悩んでいたが、今回の改正で迷わずバスを選

択している。長い間、お世話になった時津港と長崎空港を結ぶ安田産業汽船さんのオーシャン

ライナーに、影響が出ないか心配な一方、直行バスの乗客が少ないのも気になる。  

 井手園バス停第 1 便の通過時刻は、午前 6 時 33 分で最終便は午後 6 時 40 分。この間、午前

10 時を除き 1 時間に 1 本運行される。料金は 1 人 700 円、2 枚綴りの回数券は 1,000 円。所要

時間は井手園からノンストップで約 40 分。 

 往復同じルートで運行されるが、今回の改正で空港からの戻りは、茂里町より先の長崎駅ま

で延伸。JR や船、バスなどへの乗り継ぎが便利になった。始発は従来通りココウォーク茂里町

バスセンター内。(y.t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 会員の皆さんへ   

新年度（平成 25 年度）に入りました。年会費は、お近くの理事にお渡しいただくか、下記

預金口座への振り込みをお願いいたします。 

年会費は年度初めに納入くださるようお願いいたします。 

  十八銀行時津支店  普通１９１９７３   

親和銀行時津支店  普通２５７５９１９  

 

 

 

 

 

 

 

口座名： 

NPO 法人コミュニティ時津 

トピックストピックストピックストピックス    

※※※※    お知らせお知らせお知らせお知らせ    

7 月 1 日に、下記場所に事務所を移転、電話番号とメールアドレスが変わりました。 

 

発行元：NPO 法人 コミュニティ時津 

〒851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 110 番地 3 

Tel/Fax：095-882-2408e-mail  commutogi@ngs1.cncm.ne.jp 

URL http://www.togitu.org 

清々しい感じのエアーポートライナー バスのレーン変更ゾーンも新設 
（ここから右折し長崎バイパスへ） 

井手園バス停 


